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一般財団法人 くれ勤労者福祉サービスセンター

発行：一般財団法人 くれ勤労者福祉サービスセンター
　　　〒737−0029 広島県呉市宝町１番10号 呉駅西共同ビル７階
　　　TEL25-3691  FAX25-3687
　　　http://www.kurekinn.net/

サービスセンター
ニュース

11月20日㈪午前９時から受付を開始します

年忘れパーティー2017

<イベント名  フラワーアレンジメント>
お正月用・アレンジメント教室

新しい年にふさわしい，豪華で素敵なアレンジメントを手作りしませんか？ 初めての方もお気軽にご参加ください！

☆日　　時　12月28日㈭18時30分から約２時間
☆会　　場　ビューポートくれ
☆参加資格　サービスセンター会員と同居家族及び会員関係者
　　　　　　 会員１名につき同居家族及び関係者合わせて２名まで参加可能
　　　　　　［同居家族のみ（２名まで）のご参加も可能です。］
☆講　　師　槙坪　一誠 先生（東京フラワースタイル“Kure”主宰）
☆参 加 費　会　　　員　2,000円　　同居家族　2,500円
　　　　　　会員関係者　3,000円      （花材費を含みます）
　　　　　　なお，出来上がった作品はお持ち帰りいただきます。
☆定　　員　50名（先着順）
☆申込方法　 イベント参加申込書で電話，ファックス，郵送または持参でお申し込みください。

<作品例>
《講師紹介》

槙坪 一誠 先生
（東京フラワースタイル“Kure”主宰）

呉のフラワーデザインの第一人者。1967年フラワーデザ
イン教室開設以来，50年間にわたり講習会等を各地で開
催し，これまでに3500名以上を指導するなど活躍中。

お申込みに際してのお願い
　フラワーアレンジメント教室には，毎年多くの
会員の皆さまからお申込みをいただいておりま
す。花材のみの持ち帰りを希望される方のお申込
みは，ご遠慮いただきますようお願いします。

☆日　　時　　12月15日㈮　18時30分から（受付は19時まで）
☆会　　場　　呉阪急ホテル（呉市中央１丁目１番１号　TEL：20−1111）
☆参加資格　　 サービスセンター会員のみ（同居家族の参加はできません）
　　　　　　　 なお，当日は会員証の呈示をお願いします。代理の方が来られた場合，出席をお断

りいたしますので，ご了承ください。
☆参 加 費　　3,500円（一般宴食料金　7,000円）
☆定　　員　　160名（定員になり次第締切らせていただきます）
☆申込方法　　 イベント参加申込書でファックス，郵送または持参でお申し込みください。事務局

で当日の席を決めさせていただきます。一緒のテーブルをご希望の方がおられまし
たら，申込書備考欄にご記入ください。（１テーブル８名まで）

11月15日㈬午前９時から受付を開始します

「図書カードＮＥＸＴ」斡旋販売
限定４０組
抽　選！

ハガキのみで受付

①図書カード
②�事業所番号－会員番号
③会員氏名
④��送付先�
（自宅か事業所）

商品名 会員価格 正　価

5,000円分
（1,000円券5枚）

４,500円／1組 5,000円／1組

「抽選」で販売します。ご応募お待ちしております!!

申込方法　�申込期間内にハガキのみで受付します。（窓口・
FAX・電話では受付けません。）

　　　　　��会員おひとり１組（５枚）のみ申込可能です。
　　　　　�１枚のハガキに会員１名分の申込要領を記入し

てください。
　　　　　�記入要領は右記参照（複数会員の申込要領を記

入された場合は「無効」となります。）

申込期間　11月15日㈬～ 11月24日㈮ (必着)
　　　　　　　　��（結果のお問い合わせは11/30㈭午後１時より）
　　　　　�チケットの発送を以って当選の通知とします。

チケット発送は12月中旬の予定です。
記入要領

今年のアトラクションは…
呉・広島出身のガールズバンド

“kuminarie”
　（クミナリエ）♥

今年はどんな年でしたか？
みんなでワイワイ♪楽しいひと時を～ (^^)/

ご参加。お待ちしています！！

『オーッ！得ダネ 共通リフト優待券』をご利用ください！！
スキー＆スノボの季節がやってきます♪今シーズンも，中国地方
各所の施設が優待料金でご利用いただけます。ぜひ「リフト優待券」
をご利用ください。詳しくはセンターまでお問合わせください。
＜利用資格＞�
　サービスセンター会員と同伴者　シーズン中，会員１人１シー
トまで（先着50シート）
　※�１シートに２枚の優待券が付いています。優待券１枚で10

名まで利用可能です。
　受付期間　12月1日㈮ ～　なくなり次第終了
＜利用方法＞
　①�センターに電話またはFAXで優待券を申請してください。（利

用予定日に余裕をもってお申込みください）
　②折返し，センターから優待券をお送りします。
　③�利用当日，優待券に必要事項を記入の上，スキー場の窓口に

提出し，優待料金をお支払いください。

利用期間・利用の詳細は優待券をご覧ください。

≪図書カードNEXTについて≫
・��約10年の有効期限あり。
・���残額を店頭設定の読み取り
機及びWEB上で確認可能。

●家庭常備薬等の斡旋について
　詳しくは４ページをご覧ください。
●「クリスマスケーキ」「おせち料理」特別料金について
　�詳しくは２ページをご覧ください。

●ホームページURL変更のお知らせ
　�ホームページURLを変更いたしました。お気に入りやブック
マークなどに登録されているお客さまは新アドレス（URL）へ
の設定変更をお願いいたします。�
　新URL�：�http://www.kurekinn.net/

～
耳
寄
り
情
報
～

●カープ公式戦入場券の取り扱いについて
　重要なお知らせです！４ページを必ずお読みください。
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チケット販売 センターにご連絡ください。
折り返しセンターからチケットと振込納付書を送付します。

お申込みについて
チケットのお申込み方法は各チケット情報の申込方法を
ご覧ください。

「受付期間」「受付時間」の記載がないものは平日８時 30 分か
らの受付です。

　お申し込みいただいた各種チケットは，セン
ターでのお受け取り，または事業所かご自宅へ
の郵送（合計金額が 20,000 円以上の場合はセ

ンターでのお受け取りをお願いします）となります。チケットの配達は原則とし
て行っておりません。チケットの当日分の発送は 16 時 30 分受付分まで，以
降は翌日（金曜日の場合は翌週）の発送となりますので，ご了承ください。

チケットの発送について

イメージ写真です

＜利用方法＞
希望の申込先へ勤労者福祉サービスセンターの会員である旨を告げて，上記からご希望の商品を選び，ご予約ください。（商品の受け取り日をご指定ください）
①サービスセンターに割引利用券を請求してください。　②センターから割引利用券（会員番号・氏名記入済み）を送付します。
③受取日に割引利用券を提出し，会員料金をお支払いください。
　※会員料金での利用は，会員１人いずれか１個限りとします。　※センターの割引利用券をお持ちでない場合は，一般料金でのご利用となります。
　※会員証のご呈示では割引を受けられません。

☆予 約 先　呉阪急ホテル　TEL ２０−１１１１㈹
☆申込締切　平成29年12月21日㈭　☆受取日　平成29年12月22日㈮〜 25日㈪
☆受取場所　１階コーヒーハウス「イルマーレ」
※数に限りがございます。お早目にご予約くださいませ。

商　　品　　名 会員料金 一般料金

生クリームクリスマスケーキ（15㎝） 2,550円 3,000円

生クリームクリスマスケーキ（18㎝） 3,230円 3,800円

御菓子処 壷屋呉阪急ホテル
商　　品　　名 会員料金 一般料金

丸型デコレーション（15㎝） 3,040円 3,800円
スフレショコラ（15㎝） 3,040円 3,800円
ローストチキン 2,240円 2,800円 イメージ写真です

☆予 約 先　御菓子処 壷屋（呉市仁方本町2丁目14番24号）
　　　　　　TEL７９−１６５５
☆申込締切　平成29年12月21日㈭　
☆受 取 日　平成29年12月22日㈮〜 25日㈪

会員特別価格でハッピークリスマス !!

 お正月のおせち料理を特別料金で！
＜呉阪急ホテル＞
☆予 約 先 　 呉阪急ホテル　TEL（0823）20−1113（おせち係）
☆申込締切　平成29年12月25日㈪
☆受 取 日　 平成29年12月31日㈰午前10時〜午後６時まで
　　　　　　 平成30年１月１日（月・祝）午前９時〜午後３時まで
☆受取場所　 ホテル３階宴会場　又は呉市内（一部地域除く）配達
※ 配達は和風おせち三段，和洋折衷おせち二段に限らせていただきます。
※数に限りがございます。お早目にご予約くださいませ。

商　品　名 会員料金 一般料金
和風おせち三段 25,920円 32,400円

和洋折衷おせち二段 17,280円 21,600円
和洋折衷おせち一段 10,368円 12,960円

和風おせち一段 8,640円 10,800円
洋風おせち一段 8,640円 10,800円

イメージ写真です

＜利用方法＞
勤労者福祉サービスセンターの会員で
ある旨を告げて，左記からご希望の商
品を選び，ご予約ください。
①  サービスセンターに割引利用券を請

求してください。
② センターから割引利用券（会員番号・

氏名記入済み）を送付します。
③ 受取日に割引利用券を提出し，会員

料金をお支払いください。
　※会員料金での利用は，会員１人いずれか１個限りとします。
　※センターの割引利用券をお持ちでない場合は，一般料金でのご利用となります。
　※会員証のご呈示では割引を受けられません。

広島県立美術館 広島市中区上幟町2-22

ブータン しあわせに生きるためのヒント
11月2日㈭～ 12月24日㈰まで
開館時間，休館日は美術館にお問合わせください。

会員料金 一般料金
一　　般 650円 1,300円
高・大生 450円 900円
小・中生 300円 600円申込方法��電話，FAX，窓口でお申し込みください。

会員1人3枚までとさせていただきます。
ひろしま美術館 広島市中区基町3-2

ヴラマンク展
11月3日（金・祝）～ 12月24日㈰まで
開館時間，休館日は美術館にお問合わせください。

会員料金 一般料金
一　　般 650円 1,300円
高・大生 500円 1,000円
小・中生 300円 600円申込方法��電話，FAX，窓口でお申し込みください。

会員1人3枚までとさせていただきます。

呉市文化ホール 呉市中央3丁目10-1

2018 くれニューイヤーコンサート
2018年1月14日㈰　14:30開演（14:00開場）
出演　指揮：鈴木織衛　テノール：錦織健　管弦楽：広島交響楽団 会員料金 一般料金

S 席 3,200円 4,320円
A 席 2,400円 3,240円

ジェフグルメカード（全国共通御食事券）を特別料金で販売します
　年末特別企画としてジェフグルメカードを10枚１組で『4,000円』
と格安料金で抽選にて販売します。忘年会や新年会など，お食事会
にお役立てください。
会員１人１組まで。限定100組
申込方法�　�受付期間中に「葉書」でお申し込みください。１枚の葉書で会員１人

分を受付けます。お電話，FAX，窓口では受付しません。
　　　　　①「ジェフグルメカード・特別料金」
　　　　　②「事業所-会員番号」　③「会員氏名」
　　　　　④��「送付先」自宅か事業所をお知らせください。
受付期間　11/22㈬～ 12/5㈫必着
　　　　　�受付期間終了後のキャンセル，変更は一切できません。
　　　　　��(結果のお問い合わせは12/8㈮午後1時より)
　　　　　��チケットの発送を以って当選の通知とします。
　　　　　��チケットの発送は12月中旬の予定です。

年末特別料金 通常会員料金 一般料金

4,000円
（10枚）

4,500円
（10枚）

5,000円
（10枚）

抽選！
限定100組
ハガキのみで受付

申込方法����受付期間中に「葉書」でお申し込みください。
　　　　��お電話，FAX，窓口では受付しません。
　　　　��会員１人2枚までとさせていただきます。
　　　　��１枚の葉書で会員一人分を受付けます。
　　　��　�①「チケット名―ニューイヤーコンサート」②「事業所－会員番号」

③「会員氏名」④座席種別（S・A）⑤希望枚数�⑥「送付先」(自宅
か事業所)をお知らせください。

受付期間   11月１日㈬～ 27日㈪必着 
当落のお問い合わせは12月1日㈮13時より
チケットの発送は12月上旬になります。

抽　選
限定S席36枚・A席12枚

申込みは葉書で!!



　　 お薦めツアー
☆参加資格   サービスセンター会員と同居家族
＜利用方法＞
① 旅行社へ勤労者福祉サービスセンターの会員である旨を告げて，センターニュース121号に掲載してある旅行と言って申込んでください。
② 旅行代金の振込用紙，旅行の詳細等は旅行社より送付されます。（振込手数料が必要となりますので，ご了承ください。旅行社の窓

口でのお支払いも可能です）
＜注意事項＞
①取消料（一般料金を基準）や実施等の条件は主催旅行社の約款によります。②行程は交通機関等の事情により，変更になることが
あります。予めご了承ください。③旅行社が定める最少催行人数に達しない場合は，中止になることがあります。④参加はいずれか
１回に限ります。
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申込先　ひろでん中国新聞旅行㈱ちゅーピープラザ
〒720-0021広島市中区胡町3-19中国ビル５階　TEL：082−543−2022 担当：山田・三原

  　紅葉の宮島クルーズ《呉中央桟橋発着》1

日帰り 同居家族
割引あり

☆最少催行人員　20名
☆出 　 発 　 日　11月18日㈯・19日㈰・23日（木・祝）・25日㈯
☆会員旅行代金　おひとり　食事：お弁当（お茶無し）１回付　添乗員：同行
①弥山トレッキングコース②厳島神社正式参拝コース③フリータイムコース　　

会員料金 4,660 円（6,660 円）
同居家族大人(中学生以上) 5,660 円（6,660 円）
同居家族子供(小学生以上) 5,360 円（6,360 円）
同居家族幼児(3才以上) 5,060 円（6,060 円）

（　）内は一般料金
※各コースの詳細は旅行社にお問い合わせください。

行程表

呉
9：40集合〜9：50発

中央桟橋〜〜〈瀬戸内クルーズ〉〜〜

〜〜〈瀬戸内クルーズ〉〜〜呉
16：50頃

中央桟橋

◆基本コース◆　　宮
10：50頃着

島桟橋…島内フリータイム/約5時間…宮
15：40頃集合

島桟橋
1．弥山トレッキングコース〔所要時間約4時間〕：先着20名　地元ガイド同行　※添乗員が案内する場合あり
2．厳島神社正式参拝コース〔所要時間約1時間〕：先着30名　地元ガイド同行　※拝観料含む
3．フリータイムコース：大聖院もみじ祭りや参道でお過ごしください。

◆イベント案内◆
大聖院 もみじ祭り開催：寺宝展・御室流華道展・ダライラマ法王開眼のチベット仏の公開など。※拝観無料

世界遺産の宮島で過ごす秋の一日～３コースからお選びください
行列のできる“うえの穴子めし”弁当付！

申込先　新広島トラベル㈱
呉市宝町2−23−3　TEL：25−8139

  　2 日帰りバスツアー 長門湯本温泉 憧れの宿 大谷山荘で豪華ランチと日本名水100選
☆最小催行人員　25名
☆出 発 日　12月11日㈪
☆会員旅行代金  昼食１回、添乗員同行

会　員 9,800円（11,800円）
同居家族大人 10,800円（11,800円）

日帰り

同居家族
割引あり

※子供料金は旅行社にご相談ください。

☆そ の 他　呉市周辺各地を周りお近くの乗り場からご乗車いただきます。
　　　　　　催行決定は2週間前です。催行の場合は案内書面をお送りします。

行程表

広地区・阿賀地区・呉地区・焼山地区・熊野地区

呉地区−
バス

熊
9：00

野地区−（広島熊野道路・海田大橋・広島高速 3 号・廿日市 IC・玖珂 PA・美
東 SA・美祢 IC）−長

11：30

門湯本：大谷山荘
13：30

−別
13：50

府弁天池
14：20

−道
14：30

の駅おふく
15：00

−（美祢 IC・美東
SA・玖珂 PA・廿日市 IC・広島高速 3 号・海田大橋・広島熊野道路）−熊

18：00

野地区−呉地区

熊野地区・焼山地区・呉地区・阿賀地区・広地区

申込先　瀬戸内海汽船トラベルサービス 呉営業所
呉市宝町4−45（呉港旅客ターミナル内）　TEL：21−5112

  　3 宮島初詣 『銀河宝船クルーズ』
日帰り 同居家族

割引あり☆募集人員　20名程度（先着）
☆設定期間　2018年１月１日（月・祝）〜８日（月・祝）まで
☆会員旅行代金（往復乗船料･昼食代・税金含む）

会　員 同居家族大人 同居家族小学生 同居家族3才〜

1/1〜1/3 7,000 円
（9,000 円）

8,000 円
（9,000 円）

4,500 円
（5,500 円） 2,000 円

（3,000 円）1/4〜1/8 6,000 円
（8,000 円）

7,000 円
（8,000 円）

4,000 円
（5,000 円）

行程表
1便
日程／1月1日−1月3 日　※呉港−広島港間はフェリー利用
呉
8：20

港〜広
9：05／9：25

島港〜（宮島大鳥居沖）〜宮
10：20／13：30

島港（厳
（船内ランチ）

島神社等自由参拝）
〜広

14：45／15：10

島港〜呉
15：55

港

2 便
日程／1月1日−1月8 日　※呉港−広島港間はフェリー利用
呉
10：20

港〜広
11：05／11：25

島港〜（宮
（船内ランチ）

島大鳥居沖）〜宮
12：40／15：50

島港（厳島神社等自由参拝）
〜広

16：45／17：15

島港〜呉
18：00

港

※（　）内は一般料金
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　今シーズンのチケット販売において，会員向けに販売したチケット
が転売される事例が発生しました。球団事務局からの厳しい指導が
あり，今後このような事態が発生した場合は，チケット取引が全面的に
中止されることになります。なお，センターが販売したチケットは「会
員宛」ですので，取扱い及び入金の管理は「会員」が責任を持って行
ってください。
　また，雨天中止の場合のチケットは入金の有無にかかわらず必ずご返
却ください。
　皆様の節度あるご利用をお願いいたします。

　昨今の広島カープの成績好調を受け，FAXでのお申し込みが１日に
数百件を超え，その他の事務作業に支障をきたすようになりました。　
このため作業の効率化と経費削減のため受付方法を変更させていただ
きます。　皆様のご理解ご協力をお願いいたします。
抽選申込みは「ハガキ」か「封書」のみとさせていただきます。
●ハガキの場合…1枚の申し込みで1試合会員1人分のみ受付けます。
●封書の場合……  1枚の申し込み用紙に1試合会員1人分を記入のう

え，複数の申込用紙を封入することが可能です。
　※ いずれの場合も切手料金が不足の場合は受け取りをいたしません

のでご注意ください。
　なお，お申込にはシーズン開始前に配布する「申込専用用紙」をコ
ピーしてご利用ください。
　※詳しい取り扱い方法は来シーズンの受付時にご案内いたします。

重要なお知らせ!!
来シーズンのチケット取り扱いについて

カープ公式戦観戦チケットの取り扱いについて
抽選！

ハガキ・封書のみ

転売目的でのお申し込みは固くお断りいたします。節度あるご利
用をお願いいたします。

＜応募方法＞
ハガキかFAXに次の事項をご記入のうえ，センターまでお送りください。
※ハガキは必ず郵送してください。
①ナンバープレイス　②解答（模様つきのマスの数字の合計）
③事業所番号－会員番号　④会員氏名　⑤センターへのご意見，ご要望など
＜受付期間＞ 12月1日㈮まで　（当日消印有効）
　なお，当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。当選された方の自宅宛てに商品をお送
りいたします。（12月中旬の予定です。）
　たくさんのご応募お待ちしています♪
　前回の「頭の体操！？ナンバープレイス！！」は69名のご応募をいただきありがとうございました。
当選した方には，バッケンモーツアルトのカープ帽からす麦クッキーをお送りしました(^^♪

頭の体操！？
ナンバープレイス！！

9 月号の解答：19

①ナンバープレイス

②解答（マスの合計）

③�事業所番号－会員番号

④�会員氏名

⑤ご意見，ご要望

【記入例】

模様つきのマスの数字の合計は??　正解者の中から抽選で20名様にプレゼント
が当たります！！ご家族で一緒に考えてくださいね！

ルール	１．�タテ９列，ヨコ９列それぞれの列に１～９の数字が必ず入ります。
� ２．�太い線で囲まれた３×３マスのブロック内にも１～９の数字が必ず入ります。
� ３．�同じタテ列・ヨコ列，３×３のブロック内に同じ数字は入りません。

3 6 4
1 2

5 8
5 4 3
7 3 1 2

3 8 9
4 6

7 3
8 9 1

☆スペースワールドラッキー・ファンクラブの利用について
　ラッキーファンクラブのご利用は12月30日を以って終了となります。
☆今年度もインフルエンザ予防接種助成を行います
　 会員がインフルエンザの予防接種を受けた場合，助成金をお支払いいたします。なお，４月以降に予防接種を受けた場合

を対象とします。
　助成対象者：サービスセンター会員のみ（会員期間中で接種を受けた場合に限ります）
　助成回数：年度内１回限り
　助 成 額：１人1,000円
　申請方法：助成金申請書に医療機関の領収書（コピー）を添えてセンターまでお送りください。
　　　　　　なお，事業所名の領収書の場合は受診者名簿等も合わせて提出してください。
　申請期限：３月15日㈭必着
☆呉浴場組合共通入浴券の有効期限について
お手持ちの呉浴場組合共通入浴券の有効期限をご確認ください。平成29年12月末日までの期限の入浴券は，お早めにご利
用ください。（センター窓口では新しい有効期限の券への交換はいたしませんのでご了承ください。）

センターからの
　  お知らせ

サービスセンター 事　業　所 大日商事㈱
①申込書送付 ③商品を納品

④ 代金の支払い② 申込書を取り
まとめて郵送

　サービスセンターでは，健康管理事業の一環として家庭常備薬等の
斡旋をさせていただきます。この機会にぜひご利用ください。
　手続きは下記のとおりです。
〈申込方法〉
　① 希望の方は，センターニュースに同封してある申込書に個数・金額

をご記入いただき，必ず捺印してください。
　② 「家庭常備薬あっせん申込とりまとめ書」を事業所ごとにご記入の

うえ，すべての申込書（捺印済み原紙）を添えてサービスセンター
まで郵送してください。（ファックスでは受付できません。）

※ 締め切り後の変更・キャンセルはできませんのでご了承ください。 
〈取扱い業者〉大日商事㈱　TEL06−6952−7015
〈納品方法〉商品は大日商事より直接発送されます。
申込者ごとに袋詰めのうえ，12月下旬頃に事業所に送付予定です。
〈代金支払方法〉商品到着後，同封の振込用紙にて事業所ごとにお取
りまとめのうえ，最寄りの郵便局よりお振込ください。（振込手数料は
かかりません）
※ 商品についてのご相談，商品の破損，過不足などがありましたら，

大日商事㈱までご連絡ください。

家 庭 常 備 薬 等 の斡旋について

個人情報の取扱について
　常備薬斡旋申込み用紙に記入いただいた個人
情報については申込者の同意を得たものとみな
しますのでご承知ください。また，その利用は
本事業に関してのみとし，本人の同意なく第三
者に開示することはいたしません。

〈申込締切〉11月24日㈮必着


